
第29回全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季水泳競技大会     
【競泳競技】                                      
東京・辰巳国際水泳場                              

発生新記録一覧

組/水 加　盟 氏　名 ﾖﾐｶﾞﾅ 所属名 学校 800m 記録

競技No.  24 男子  200m 個人メドレー 予選 １１～１２歳        
13/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6  2:07.90 学童新

大会新

競技No.  34 男子  200m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 中2  1:59.43 大会新

競技No.  38 男子  400m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 神奈川 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ KONAMI林間 中2  3:53.15 大会新
 1/ 3 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 能美ＳＣ 中1  3:54.83 大会新

競技No.  40 男子  400m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 群  馬 池田　　翔 ｲｹﾀﾞ ｶｹﾙ 群馬渋川ＳＳ 中3  3:50.73 中学新

競技No.  48 男子   50m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 北海道 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 帯広ＳＳ 中3    28.52 中学新

競技No.  52 男子  200m 個人メドレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6  2:06.89 学童新

大会新

競技No.  56 男子   50m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 6 東  京 米川　　琢 ﾖﾈｶﾜ ﾀｸ 金町ＳＣ 中3    23.16 中学ﾀｲ

競技No.  64 男子   50m 背泳ぎ 予選 １１～１２歳        
14/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6    26.60 学童新

大会新

競技No.  72 男子  100m 背泳ぎ 予選 １３～１４歳        
 8/ 4 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 中2    55.69 大会新

競技No.  82 男子   50m バタフライ 予選 １３～１４歳        
10/ 4 岐  阜 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ ヒーローＳＳ 中2    25.42 大会新

競技No.  87 女子  200m 個人メドレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 大  阪 長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ イトマン 中2  2:13.96 大会新

競技No.  89 女子  200m 個人メドレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 兵  庫 上田　梨奈 ｳｴﾀﾞ ﾘﾅ 武庫之荘ＳＳ 高2  2:12.44 大会新

競技No.  94 男子   50m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6    26.37 学童新

大会新

競技No.  97 女子  100m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ イトマン 高2    54.90 高校新

大会新
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競技No. 102 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 中2    55.46 大会新

競技No. 103 女子  100m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 高1    58.95 高校新

大会新

競技No. 107 女子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 福  岡 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 大野城ＳＣ 高3  1:07.27 大会新

競技No. 108 男子  100m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 北海道 坂田　大貴 ｻｶﾀ ﾀﾞｲｷ 帯広ＳＳ 中3  1:01.90 中学ﾀｲ

競技No. 112 男子   50m バタフライ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 岐  阜 安江　雄輔 ﾔｽｴ ﾕｳｽｹ ヒーローＳＳ 中2    25.37 大会新

競技No. 124 男子  100m 背泳ぎ 予選 １１～１２歳        
 8/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6    57.51 学童新

大会新

競技No. 130 男子  100m 平泳ぎ 予選 １１～１２歳        
15/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 小6  1:06.16 大会新

競技No. 132 男子   50m 背泳ぎ 予選 １３～１４歳        
 9/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 中1    25.93 大会新
10/ 4 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 中2    26.16 大会新

競技No. 133 女子   50m 背泳ぎ 予選 ＣＳ                
 7/ 4 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 高1    27.97 大会新

競技No. 144 男子 1500m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 大  阪 森芳　慎平 ﾓﾘﾖｼ ｼﾝﾍﾟｲ ＫＴＶ豊中 中2  8:06.70 15:15.26 中学新

競技No. 146 男子  200m 平泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 愛  知 林　　和希 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ ＮＡＳ.ＳＭ 中2  2:13.85 大会新

競技No. 147 女子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 福  岡 野瀬　　瞳 ﾉｾ ﾋﾄﾐ 大野城ＳＣ 高3  2:24.07 大会新

競技No. 148 男子  200m 平泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 5 新  潟 若月　哲也 ﾜｶﾂｷ ﾃﾂﾔ ＪＳＳ長岡 高2  2:09.22 大会新

競技No. 154 男子  100m 背泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 栃  木 萩野　公介 ﾊｷﾞﾉ ｺｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 小6    56.52 学童新

大会新
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競技No. 160 男子  100m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 小6  1:05.12 学童新

大会新
 1/ 5 岐  阜 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 岐阜中央ＳＳ 中1  1:05.43 大会新

競技No. 162 男子   50m 背泳ぎ 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 京  都 大山　佳祐 ｵｵﾔﾏ ｹｲｽｹ イトマン京都 中1    25.82 大会新
 1/ 5 石  川 山崎　貴大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ＪＳＳ粟崎 中2    26.20 大会新

競技No. 163 女子   50m 背泳ぎ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 福  岡 酒井　志穗 ｻｶｲ ｼﾎ ＢＳＳ古賀 高1    27.54 高校新

大会新

競技No. 165 女子  200m メドレーリレー 決勝 １０歳以下          
 1/ 4 東  京 東京ＳＣ (槙尾　　栞 ﾏｷｵ ｼｵﾘ 小4) 学童    33.27  2:11.30 大会新

競技No. 167 女子  200m メドレーリレー 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 東  京 かしまＡＺ (室井　真純 ﾑﾛｲ ﾏｽﾐ 小6) 学童    31.09  2:00.16 学童新

大会新

競技No. 171 女子  400m メドレーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イトマン (竹村　　幸 ﾀｹﾑﾗ ﾐﾕｷ 高2) 高校  1:00.08  4:01.65 高校新

大会新

競技No. 172 男子  400m メドレーリレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イトマン (入江　陵介 ｲﾘｴ ﾘｮｳｽｹ 高2) 高校    53.79  3:40.03 高校新

大会新

競技No. 176 男子  200m バタフライ 予選 ＣＳ                
 8/ 6 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3  1:58.21 中学新

競技No. 186 男子   50m 平泳ぎ 予選 １１～１２歳        
19/ 4 岐  阜 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 岐阜中央ＳＳ 中1    30.66 大会新
19/ 5 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 小6    30.87 学童新

大会新

競技No. 198 男子  200m バタフライ 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 栃  木 森　　洋介 ﾓﾘ ﾖｳｽｹ 御幸ヶ原ＳＳ 中3  1:57.06 中学新

競技No. 200 男子  200m 自由形 決勝 １３～１４歳        
 1/ 4 石  川 小堀　勇気 ｺﾎﾞﾘ ﾕｳｷ 能美ＳＣ 中1  1:50.28 大会新
 1/ 5 神奈川 東　　隼平 ﾋｶﾞｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ KONAMI林間 中2  1:52.06 大会新

競技No. 201 女子  200m 自由形 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 京  都 田井中千加 ﾀｲﾅｶ ﾁｶ イトマン京都 高1  1:57.80 大会新
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競技No. 208 男子   50m 平泳ぎ 決勝 １１～１２歳        
 1/ 4 岐  阜 加納　雅也 ｶﾉｳ ﾏｻﾔ 岐阜中央ＳＳ 中1    30.36 大会新
 1/ 5 鹿児島 山口　観弘 ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｷﾋﾛ 志布志ＤＣ 小6    30.58 学童新

大会新
 1/ 3 東  京 田口　直輝 ﾀｸﾞﾁ ﾅｵｷ マリン舎人 小6    30.94 学童新

大会新

競技No. 213 女子  400m リレー 決勝 １３～１４歳        
 1/ 5 神奈川 ｾﾝﾄﾗﾙ横浜 (伊藤　美織 ｲﾄｳ ﾐｵﾘ 中1) 中学    57.30  3:50.69 大会新
 1/ 4 大  阪 イトマン (長田　結衣 ﾅｶﾞﾀ ﾕｲ 中2) 中学    57.41  3:51.80 大会新

競技No. 215 女子  400m リレー 決勝 ＣＳ                
 1/ 4 大  阪 イトマン (山口　美咲 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｻｷ 高2) 高校    55.14  3:44.26 高校新

大会新
 1/ 5 東  京 ｾﾝﾄﾗﾙ池袋 (小口　綾乃 ｺｸﾞﾁ ｱﾔﾉ 中3) 中学    57.90  3:48.80 中学新

競技No.  98 男子  100m 自由形 Ｂ決勝 ＣＳ                
 1/ 4 神奈川 塩浦　慎理 ｼｵｳﾗ ｼﾝﾘ ｲﾄﾏﾝﾚｵ岡崎 中3    50.44 中学新
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